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（単位：千円）

現計予算 ３月補正 補正後予算

29,003,378 △399,300 28,604,078

194,428 △4,189 190,239

2,166,449 △16,906 2,149,543

14,132 － 14,132

157,446 △18,276 139,170

4,795 △359 4,436

3,577 118 3,695

2,294 △149 2,145

3,077 △662 2,415

7,039,216 123,705 7,162,921

582,445 2,706 585,151

6,188,128 △61,295 6,126,833

　 　保険事業勘定 6,164,628 △62,911 6,101,717

　 　介護サービス事業勘定 23,500 1,616 25,116

16,355,987 24,693 16,380,680

45,359,365 △374,607 44,984,758

 水 道 事 業 会 計 1,462,555 △34,145 1,428,410

46,821,920 △408,752 46,413,168

（単位：千円）

23年度３月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

28,604,078 26,787,663 1,816,415 6.8

16,380,680 15,962,101 418,579 2.6

1,428,410 1,576,383 △147,973 △9.4

46,413,168 44,326,147 2,087,021 4.7

平成２３年度　３月補正予算

会　　　　計　　　　別 備　　　　　考

 一　　般　　会　　計

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

 簡易水道事業特別会計

 下水道事業特別会計

 農業集落排水事業特別会計

 浄化槽整備事業特別会計

 浅内財産区特別会計

 常盤財産区特別会計

 鶴形財産区特別会計

 檜山財産区特別会計

 国民健康保険特別会計

 後期高齢者医療特別会計

 介護保険特別会計

総　　　　　　　　　計

前　年　同　期　比　較　表

特別会計　計

一般会計・特別会計  合 計

会　　　　計　　　　別

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

総　　　　　　　　　計

企業会計
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款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 一般管理費 △5,545 △11 △5,534

財政調整基金積立金 46,442 46,442

旧慣による交付金 10,139 10,139

市税賦課費 △8,280 △8,280

民生費
働きながら資格をとる介護雇用プログラム事業
費（緊急雇用）

△5,363 △5,363 0

国民健康保険特別会計繰出金 21,298 1,245 20,053

後期高齢者医療特別会計繰出金 3,856 3,286 570

秋田県後期高齢者医療広域連合負担金 △5,418 △5,418

介護保険特別会計繰出金 △11,281 △11,281

法人保育所特別保育事業費等補助金 △5,043 △3,184 △1,859

法人保育所等運営費負担金 △21,454 △15,879 △5,575

児童扶養手当費 △8,962 △2,987 △5,975

衛生費 母子保健事業費 △4,432 △1,322 △3,110

予防接種費 △51,516 △16,511 △35,005

評価替一般路線評価業務委託の契約差金の整理

臨時職員社会保険料及び賃金の整理

補正後の基金残高 2,479,986千円

立木売払い等に伴う旧慣による交付金(梅内地
区、小繋地区、種地区)

（単位：千円）

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名 説　　　　　明

負担金の決定による減額

介護給付費等の減額

決算見込みによる減額

決算見込みによる減額

財政安定化支援事業及び保険基盤安定繰出金の
決定による増等

保険基盤安定繰出金の決定による増等

予防接種委託の決算見込みによる減額

決算見込みによる減額

決算見込みによる減額

妊婦健康診査委託の決算見込みによる減額



款名 補正額 特定財源 一般財源

農林水
産業費

県営ため池等整備事業費負担金（矢崎地区） △3,500 △3,200 △300

戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費補助
金

5,960 5,960

新 県営農業体質強化基盤整備促進事業費負担金 5,800 5,800 0

新 農業体質強化基盤整備促進事業費補助金 13,950 13,950 0

森林整備地域活動支援交付金事業費 △15,974 △10,813 △5,161

土木費 改良事業費 △21,809 △15,017 △6,792

中川原地区整備事業費 △46,006 △43,700 △2,306

向能代地区整備事業費 △19,458 △18,500 △958

道路改良事業費（交付金） △3,855 △6,319 2,464

中川原橋架替事業費 △32,558 △31,764 △794

下水道事業特別会計繰出金 △16,438 △16,438

市営松山町・万町住宅建替事業費 △3,465 △1,010 △2,455

消防費 消防施設維持補修費等 △4,180 △4,180

教育費 二ツ井小学校建設事業費 △5,109 △5,100 △9

秋田県町村土地開発公社償還金 3,310 3,310

事　　　業　　　名 説　　　　　明

事業費の減額に伴う負担金の減

補助対象変更による実績の減

契約差金等の整理

建物等補償積算業務委託及び測量設計業務委託
の契約差金の整理等

能代市榊土地改良区が実施する用排水路水門改
修（２カ所）に対する補助

県が実施する排水路補修に対する負担金

農業者が実施する暗渠排水及び区画拡大に対す
る補助

長期債利子の減額等による繰出金の減額

実施設計委託等の契約差金の整理

防火水槽解体工事等の延期による減額

建物等補償積算業務委託及び測量設計業務委託
の契約差金の整理等

測量設計業務委託の契約差金の整理

橋りょう設置工事等の契約差金の整理

グラウンド整備工事の契約差金の整理

秋田県町村土地開発公社の解散に伴う繰上償還
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款名 補正額 特定財源 一般財源

全天候型陸上競技場整備事業費 △38,577 △38,600 23

公債費 長期債利子 △49,318 △49,318

関　係
費目に
計　上

能代山本広域市町村圏組合負担金 △40,344 △300 △40,044

【繰越明許費補正】 【債務負担行為補正】

　追加 （単位：千円） 　追加 （単位：千円）

款名 金　額 期　　間 限度額

農林水
産業費

5,800
平成23年度
　～24年度

8,491

13,950
平成23年度
　～24年度

24,299

土木費 5,053
平成23年度
　～24年度

3,251

23,205
平成23年度
　～24年度

6,651

災害復
旧　費

55,500
平成23年度
　～24年度

9,905

平成23年度
　～24年度

5,688

平成23年度
　～24年度

8,617

事　　　　業　　　　名

県営農業体質強化基盤整備促進事業費負担金

全天候型陸上競技場整備工事の契約差金の整理

借入利率の決定による減額

一般管理費等   △6,391千円
清掃関係　    △17,706千円
消防費　      △16,247千円

事　　　業　　　名 説　　　　　明

観光案内所設置等事業費（緊急雇
用）

大型七夕復活推進事業費（緊急雇
用）

檜山川運河改修事業費

補助道路河川災害復旧事業費

農業体質強化基盤整備促進事業費補助金

中川原橋架替事業費

事　　　　　　項

地域支え合い高齢者等見守り事業
費（緊急雇用）

働きながら資格をとる介護雇用プ
ログラム事業費（緊急雇用）

バス利便性向上対策調査事業費
（緊急雇用）

のしろ木工品市場事業費（緊急雇
用）

地場産材供給促進事業費（緊急雇
用）



（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

地方揮発油譲与税 12,000

自動車重量譲与税 16,000

特別とん譲与税 5,000

地方消費税交付金 地方消費税交付金 △28,101

保育所運営費負担金 △10,586

農業体質強化基盤整備促進事業費補助金 13,950

保育所運営費負担金 △5,293

子宮頸がん等予防接種促進事業費補助金 △14,860

森林整備地域活動支援交付金 △10,813

緊急雇用創出臨時対策基金事業費補助金 △10,509

財 産 収 入 立木売払収入 27,194

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △302,993

資源ごみ売払収入 8,239

道路改良事業負担金 △10,000

大館能代空港運賃負担軽減事業費補助金 7,000

秋田県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 16,023

生活保護費等国庫負担金精算過年度収入 38,044

県営農業体質強化基盤整備促進事業（負担金）債 5,800

市有林整備事業債 △7,000

道路整備事業債 △26,700

中川原地区整備事業債 △43,700

向能代地区整備事業債 △18,500

橋りょう架替事業債 △13,700

二ツ井小学校建設事業債 △5,100

全天候型陸上競技場整備事業債 △38,600

公共土木施設災害復旧債 28,700

諸 収 入

市 債

主　　な　　歳　　入

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

地 方 譲 与 税
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簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△4444,,,,189189189189千円千円千円千円）））） （単位：千円）

使用料及び手数料 △245 簡易水道費 △4,189

財産収入 △1

繰入金 △36

諸収入 93

市　債 △4,000

下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△16161616,,,,906906906906千円千円千円千円））））

負担金 2,600 総務費 △4,785

国庫支出金 △764 公債費 △12,121

繰入金 △16,438

諸収入 1,596

市債 △3,900

浄化槽整備事業特別会計浄化槽整備事業特別会計浄化槽整備事業特別会計浄化槽整備事業特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△18181818,,,,276276276276千円千円千円千円））））

分担金及び負担金 △481 事業費 △18,276

使用料及び手数料 △1,325

繰入金 △1,670

市債 △14,800

平成２３年度　特別会計　３月補正予算

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考



浅内財産区特別会計浅内財産区特別会計浅内財産区特別会計浅内財産区特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△359359359359千円千円千円千円）））） （単位：千円）

財産収入 17 管理会費 △103

繰入金 △376 総務費 △256

常盤財産区特別会計常盤財産区特別会計常盤財産区特別会計常盤財産区特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　118118118118千円千円千円千円））））

県支出金 △52 総務費 △307

財産収入 170 積立金 425

鶴形財産区特別会計鶴形財産区特別会計鶴形財産区特別会計鶴形財産区特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△149149149149千円千円千円千円））））

繰入金 △149 総務費 △149

檜山財産区特別会計檜山財産区特別会計檜山財産区特別会計檜山財産区特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△662662662662千円千円千円千円））））

県支出金 △35 総務費 △1,250

繰入金 △627 積立金 588

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考
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国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　123123123123,,,,705705705705千円千円千円千円）））） （単位：千円）

国庫支出金 72,389 総務費 673

県支出金 2,904 保険給付費 136,664

共同事業交付金 27,114 共同事業拠出金 △78,151

繰入金 21,298 保健事業費 △370

諸支出金 3,000

予備費 61,889

後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　2222,,,,706706706706千円千円千円千円））））

後期高齢者医療保険料 △997 総務費 △439

繰入金 3,856 後期高齢者医療広域連合納付金 3,385

諸収入 △153 諸支出金 △240

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考



介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計（（（（保険事業勘定保険事業勘定保険事業勘定保険事業勘定）（）（）（）（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△62626262,,,,911911911911千円千円千円千円）））） （単位：千円）

保険料 △5,537 総務費 2,947

国庫支出金 △10,755 保険給付費 △54,076

支払基金交付金 △44,583 地域支援事業費 △7,982

県支出金 △10,073 諸支出金 △3,800

繰入金 11,011

諸収入 △2,974

介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計（（（（介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業勘定事業勘定事業勘定事業勘定）（）（）（）（補正額補正額補正額補正額　　　　1111,,,,616616616616千円千円千円千円））））

サービス収入 1,616 サービス事業費 △1,318

諸支出金 2,934

備　　　　　　　　考

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出
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水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△34343434,,,,145145145145千円千円千円千円）））） （単位：千円）

・水道事業収益的収入 △21 ・水道事業収益的支出 △5,241

　　その他営業収益 △21 　　原水及び浄水費 △6,075

　　配水及び給水費 △525

　　減価償却費 1,500

　　支払利息 △1,642

　　消費税 1,501

・水道事業資本的収入 △24,187 ・水道事業資本的支出 △28,704

　　企　業　債 △19,300 　　建設費 △14,948

　　国庫補助金 △1,262 　　管路近代化事業費 △13,725

　　工事負担金 △3,625 　　機械及び装置 △31

・鶴形簡易水道事業収益的支出 △200

　　原水及び浄水費 △209

　　消費税 9

平成２３年度　企業会計　３月補正予算

収益的支出＋資本的支出 △34,145

収　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出 備　　　　　　　　考


